平成25年度情報公開請求一覧
受付月日 件

名

○平成24年7月31日入札の金田一地区老朽管布設替工事の金額入り設計書(単価表
も含む一切)及び当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料
○平成24年9月4日入札の駅周辺地区配水管布設工事(その2)の金額入り設計書(単価
表も含む一切)及び当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料
4月10日 ○平成24年11月6日入札の浄化槽設置工事(その11)の金額入り設計書(単価表も含む
一切)及び当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料
○平成24年12月7日入札の大清水地区生活改善センター簡易水洗化工事の金額入り
設計書(単価表も含む一切)及び当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料

番号 決定通知月日 開示区分

1

4月10日 開示４件

入札日：平成24年9月6日 工事名称：川原地区交差点部改良工事
入札日：平成24年9月28日 工事名称：横手第二住宅1号棟改修工事
入札日：平成24年10月5日 工事名称：二戸市パークゴルフ場整備工事(その2)
入札日：平成24年10月26日 工事名称：浄法寺総合支所屋外排水設備改修工事
入札日：平成24年10月31日 工事名称：堀野浄水場沈でん池耐震補強工事
4月22日
入札日：平成24年10月31日 工事名称：市道日向線道路改良工事
入札日：平成24年10月31日 工事名称：市道御山線他1路線道路災害復旧工事 (24災
309号)
入札日：平成24年10月31日 工事名称：市道江牛線他1路線道路災害復旧工事 (24災
313号)表１にかかる積算内訳書(金入り設計書)

2

5月7日 開示８件

4月26日 H25.3.27入札 晴山地区防火水槽設置工事にかかる最低価格算定調書・入札調書

3

5月7日 開示１件

入札日：平成24年10月31日 工事名称：市道日向線道路改良工事
上記工事1件に係る金入り設計書(単価表まで)

4

5月16日 開示１件

市道十文字線道路改良工事平成24年5月31日入札
福岡南分区枝線管渠布設工事(第６工区)平成24年6月8日入札
浄法寺処理区管渠布設工事(第12工区)平成24年6月28日入札
福岡南分区幹線管渠布設工事(第10工区)平成24年6月28日入札
石切所分区枝線管渠布設工事（第11工区）平成24年7月18日入札
5月9日 金田一分区舗装復旧工事（第１工区）平成24年7月18日入札
上記6件に係る金入り設計書（内訳書、明細書、単価表を希望）
又、下記の資料も提示ください。(必要な工事のみ)
たて込み簡易土留賃料の算出根拠
水替費のポンプ運転日数の算出根拠
交通整理員数の算出根拠

5

5月24日 開示６件

5月16日 平成25年度行政連絡員名簿(地区名と氏名のわかるもの)

6

5月30日 開示１件

入札日 平成25年4月26日 工事名 枋ノ木市民会館線道路舗装工事
5月27日 入札日 平成25年4月26日 工事名 雨水排水路整備工事
上記２件の金入設計書（内訳書、明細書、施工単価表及び最低制限価格算定書）

7

6月10日

日刊岩手建設工業新聞掲載 １月30日付 1件
（平成24年12月19日入札）多目的広場休憩室室外排水設備改修工事
日刊岩手建設工業新聞掲載 １月10日付 ２件（不調含む）
5月28日
（平成24年12月7日入札）大清水地区生活改善センター簡易水洗化工事
（平成24年１１月16日入札）大清水地区生活改善センター簡易水洗化工事
合計３件の入札調書

8

6月12日 開示３件

二戸市発注の下記工事名の金額入り設計書（明細書、施行単価表等全ての金額入り
のもの）
入札日 H24.9.6 「川原地区交差点部改良工事」
6月4日 入札日 H24.10.31 「市道日向線道路改良工事」
入札日 H24.11.20 「杉ノ沢地区がけ崩れ対策工事」
入札日 H24.11.20 「市道向田川又線道路改良工事」
入札日 H24.11.30 「市道上里沢線道路維持工事」

9

6月18日 開示5件

入札日 平成25年5月13日 工事名 市道長渡路長流部線道路災害復旧工事 (24災
6月5日 306号)
上記1件の金入設計書（内訳書、明細書、施工単価表及び最低制限価格算定書）

10

6月19日 開示1件

5月2日

部分開示
２件

金額入り実施設計書一式
入札月日 H25/5/13 福岡南分区幹線管渠布設工事(第１１工区)
〃
福岡南分区幹線管渠布設工事(第12工区)
〃
石切所分区幹線管渠布設工事(第13工区)
入札月日 H24/11/20 市道向田川又線道路改良工事
6月10日
入札月日 H24/10/31 市道日向線道路改良工事
〃
市道向田川又線道路改良工事
入札月日 H24/5/23 区画道路・造成(前小路地区)工事
〃
区画道路・造成(晴山地区)工事
〃
市道中町下川原線道路改良工事

11

開示6件
6月20日 部分3件

金額入り実施設計書一式
入札月日 H24/9/28 金田一分区枝線管渠布設工事(第７工区)
6月12日
入札月日 H24/6/28 福岡南分区幹線管渠布設工事(第１０工区)
〃
浄法寺処理区管渠布設工事(第１２工区)

12

6月20日

平成24年11月20日入札 (平成25年2月12日変更)
6月13日 市道向田川又線道路改良工事
金額入り設計書（内訳書、明細書、施工単価表及び機械内訳含む）

13

6月25日 開示1件

平成24年4月20日入札執行 消火栓取付工事
平成24年5月23日入札執行 区画道路・造成（晴山地区）工事
平成24年5月23日入札執行 区画道路・造成（前小路地区）工事
6月14日 平成24年6月11日入札執行 駅周辺地区配水管布設工事
平成24年9月4日入札執行 駅周辺地区配水管布設工事（その２）
平成24年10月31日入札執行 市道日向線道路改良工事
上記工事の金入り設計書（単価表もすべて）

14

7月9日 開示6件

入札 25年6月7日
7月1日 浄法寺診療所耐震補強及大規模改修工事
設計内訳明細書（金入り）

15

7月9日 開示１件

平成24年5月23日入札 区画道路・造成（晴山地区）工事
7月3日 平成24年5月23日入札 区画道路・造成（前小路地区）工事
金額入り設計書（内訳書、明細書、施工単価表、機械内訳含む）

16

7月17日 開示２件

入札年月日及び時間 平成24年11月20日午前10時15分
7月19日 市道向田川又線道路改良工事
金額入り設計書（内訳書、明細書、単価表）

17

8月2日 開示１件

入札年月日及び時間 平成25年4月24日午前10時00分
区画道路・造成（晴山地区）工事
7月22日 入札年月日及び時間 平成25年4月26日午前10時05分
雨水排水路整備工事
金額入り設計書（内訳書、明細書、単価表）

18

8月2日 開示2件

入札年月日及び時間 平成25年5月22日午前10時00分
8月2日 市道向田川又線道路改良工事
金額入り設計書（内訳書、明細書、単価表）

19

8月16日 開示１件

20

8月21日 開示１件

21

9月6日 開示1件

22

9月11日 開示1件

23

9月10日 取下2件

24

10月3日 開示1件

8月7日

平成25年5月24日入札 区画道路・造成（前小路地区）工事
金額入り設計書（内訳書、明細書、施工単価表、機械内訳含む）

平成25年5月16日入札調書（財産管理室）
8月23日 二戸市役所本庁舎耐震補強及び大規模改修工事（機械設備）
の金入り設計書
9月2日

平成24年10月26日入札の浄法寺総合支所屋外排水設備改修工事の金額入り設計書
(単価表も含む一切)及び当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料

入札日 平成25年7月12日 工事名 前小路地区造成工事
9月9日 入札日 平成25年8月23日 工事名 市道槇木米内線道路改良工事
上記２件の金入設計書（内訳書、明細書、施工単価表及び最低制限価格算定書）
10月1日

入札日 平成25年7月12日 工事名 前小路地区造成工事
上記工事の金入設計書（内訳書、明細書、施工単価表及び最低制限価格算定書）

入札年月日及び時間 平成25年9月9日午前10時00分
10月4日 市道日向又線道路改良工事
金額入り設計書（内訳書、明細書、単価表）

開示3件

25

10月16日

部分開示
1件

10月16日 市役所本庁舎改修工事の内、エアコン設置、トイレ整備の費用

26

10月18日 開示1件

10月18日

市本庁舎3階の議会フロアーに女性用トイレを整備することができない理由としている
「配管上の問題」がわかる一切の書類（配管の図面等）

27

10月30日 不存在

10月21日

平成24年7月23日入札の浄化槽撤去工事の金額入り設計書(単価表も含む一切)及び
当工事の最低制限価格の算出が記載されている資料

28

10月30日 開示1件

10月31日

◎平成25年4月22日入札調書(教育施設整備課)中央小学校ろ過機改修工事の金入り
設計書

29

11月14日 開示1件

30

12月4日 開示1件

31

12月17日 開示４件

入札日：平成25年5月15日 工事名：二戸市役所本庁舎耐震補強及び大規模改修工
事(建築)
入札日：平成25年5月16日 工事名：俯金橋橋梁補修工事
入札日：平成25年6月7日 工事名：浄法寺診療所耐震補強及び大規模改修工事(建
築)
入札日：平成25年7月16日 工事名：天台寺公衆トイレ改修工事
12月10日 入札日：平成25年7月18日 工事名：福岡南分区外枝線管渠布設工事(第7工区)
入札日：平成25年7月18日 工事名：金田一分区枝線管渠布設工事(第8工区)
入札日：平成25年9月9日 工事名：市道日向線道路改良工事
上記(別表1)にかかる最低価格算定調書・積算内訳書
入札日：平成25年１１月22日 工事名：市道堀野馬場線他舗装補修工事
入札日：平成25年１１月22日 工事名：市道足沢線法面補修工事
上記(別表2)にかかる最低価格算定調書

32

12月24日 開示9件

二戸市発注の下記工事名の金額入り設計書（明細書、施工単価表等全ての金額入り
のもの）
12月13日 入札日 H25.8.23 「金田一川線１号橋橋梁架替工事」
入札日 H25.9.9 「市道日向線道路改良工事」
入札日 H25.9.9 「市道向田川又線道路改良工事」

33

12月25日 開示3件

11月25日 平成25年度連合会長・行政連絡員名簿。
福岡南分区幹線管渠布設工事(第12工区)平成25年5月13日入札
府金橋橋梁補修工事平成25年5月16日入札
12月4日 金田一分区枝線管渠布設工事平成25年7月18日入札
金田一川線１号橋橋梁架替工事平成25年8月23日入札
上記4件の金入り設計書（内訳書、明細書、単価表希望）

平成25年12月20日入札
稲庭交流センター(天台の湯)改修工事
1月6日
滴生舎改修工事
以上2件の金入り設計書
ＤＩＯジャパン・二戸コールセンターの緊急雇用創出事業に関し、
(1)2012年度・2013年度の事業計画書及び事業実績報告書
1月7日
(2)事業立地に関する協定書と関連文書
平成25年7月12日入札 駅周辺地区配水管布設工事
平成24年9月4日入札
駅周辺地区配水管布設工事(その2)
2月3日
平成24年7月31日入札 福岡中学校機械設備工事
上記3件の金入り設計書全て(図面は不要)

34

1月10日 開示 2件

35

2月3日 開示2件

36

2月17日 開示3件

2月12日

平成25年7月12日入札 前小路地区造成工事
金額入り設計書（内訳書、明細書、施工単価表、機械内訳含む）

37

2月26日 開示１件

2月20日

平成24年7月31日入札 金田一地区老朽管布設替工事
の金入り設計書全て(図面は不要)

38

3月6日 開示１件

二戸コールセンターの人材育成事業委託に関する24年度25年度実績報告書の支出を
証明する一切の文書。(明細書)

39

3月6日

3月20日

部分開示
1件

